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地上デジタルテレビ放送波を用いた
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要

旨
パッシブレーダは，放送局など既存の電波源からの送信

して期待できる。そこで，三菱電機では，地上デジタル放

電波を利用してターゲットの距離と移動速度を計測する技

送波を用いたパッシブレーダの実証実験を実施している。

術である。パッシブレーダ技術の歴史は古く，50年以上さ

本稿では，2009年度に羽田空港周辺で実施したフィール

かのぼることができるが，実用化された例は極めて少ない。

ド実験について述べる。この実験では，電波源として東京

放送局の送信電力程度では，観測できる覆域が限られてし

タワーから送信される地上デジタルテレビ放送波を用い，

まうことや，十分な距離分解能を達成できる程度の帯域幅

空港近傍を飛行する旅客機をターゲットとする観測を実施

を持った放送信号がほとんど存在しなかったことなどが主

した。旅客機の位置と速度を計測するのみならず，ターゲ

たる原因である。ところが，大電力の電波を放射する今日

ットにおける電波の反射強度の二次元分布を画像のように

の一般的なレーダと違い，パッシブレーダは自ら電波を放

観測できる逆合成開口レーダ（Inverse Synthetic Aper-

射しないため，省電力・省電波資源に資する技術として近

ture Radar：ISAR）
と呼ばれる技術を応用して，分解能８

年改めて注目を集めている。

m程度の旅客機のレーダ画像（以下 ISAR画像 という。）

近年普及の進んでいる地上デジタルテレビ放送は，その
信号帯域幅が比較的広いこと，また，中継局が各地に配置

を観測することに成功し，ターゲットのサイズを大まかに
把握できることを示した。

されていることから，分解能と覆域を確保できる電波源と

移動ターゲット
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パッシブレーダによるISAR画像
パッシブレーダの概念図とパッシブレーダによるISAR画像の例
右下は，2009年度の実証実験で観測されたボーイング777型旅客機のISAR画像である。これまで，パッシブレーダを用いたISAR画像の
観測結果が報告された例はなかった。まだ，航空機の形状を認識できるレベルには至らないが，サイズをおおむね推定することが可能になった。
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ーダによるISAR方式については，いくつかの理論検討結

1．ま え が き

（ 2）
（ 3）
，筆者らの知る限り，実デー
果が報告されているが（1）

パッシブレーダは，放送局など既存の電波源からの送信

タによる検証結果はこれまでに報告されていない。

電波を利用してターゲットの距離と移動速度を計測する技

本稿では，まず，パッシブレーダ方式について簡単に解

術である（図１）
。大電力の電波を放射する今日の一般的な

説を加え，2009年に羽田空港周辺で実施したフィールド実

レーダと違い，パッシブレーダは自ら電波を放射しないた

験の内容とその結果について述べる。

め，省電力・省電波資源に資する技術として近年改めて注

2．地上デジタル放送を用いたパッシブレーダ

目を集めている。
近年普及の進んでいる地上デジタルテレビ放送は，その

2. 1

パッシブレーダの基本原理

信号帯域幅が比較的広いこと，また，中継局が各地に配置

パッシブレーダは，放送局から直接到来する直接波と，

されていることから，分解能と覆域を確保できる電波源と

ターゲットで散乱してから到来する散乱波を受信する（図

して期待できる。地上デジタルテレビ放送の信号帯域幅は，

１）。図２に示すように，散乱波は直接波と基本的に波形

１チャンネルあたり約６MHzなので，１チャンネル分で

は同じだが，信号強度が小さく，また，経路長差の分だけ

約50mの距離分解能が得られる。さらに，例えば東京タワ

到来時刻が遅延する。さらに，散乱波の中心周波数は，タ

ーであれば， ９チャンネル分の信号を放送しているため，

ーゲットの運動に起因するドップラー周波数の分だけシフ

これらを合成して約5 4 M H z の帯域幅を利用できる。

トする（走行する救急車のサイレンの音程が変化して聞こ

54MHzの帯域幅は約5.6mの距離分解能に相当するため，

えるのと同じ現象）
。

ターゲットの位置だけではなく，サイズを計測することも

パッシブレーダでは，直接波と散乱波の信号波形の相関

可能になる。よって，ターゲットにおける電波の反射強度

処理によって， 経路長差とドップラー周波数を計測する。

の二次元分布を画像のように観測できる逆合成開口レーダ

具体的には， 直接波の信号波形の遅延量と中心周波数を

（ISAR）と呼ばれる技術と組み合わせれば，ターゲットの

様々にシフトさせながら，散乱波の波形との相関を計算す

粗いISAR画像を観測できるようになり，パッシブレーダ

る。相関処理結果
（図２右端）のピーク位置から，直接波と

によるターゲット識別の可能性も期待できる。パッシブレ

散乱波の経路長差及び散乱波のドップラー周波数を計測で
きる。なお，経路長差の計測結果から，ターゲットは放送
局とパッシブレーダの受信機を焦点とする楕円（ だえん）

移動ターゲット

体面上にあることは分かるが，位置を一意に決定すること
はできない。そこで，アレー状に並べたアンテナを用いて，

直接波

散乱波の到来方向を推定することによって，最終的にター
ゲットの位置を評定する（1）。

散乱波

2. 2

パッシブレーダを用いたISAR方式

パッシブレーダの観測量は経路長差とドップラー周波数
直接波受信用
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散乱波受信用
アレーアンテナ

図１．パッシブレーダの観測のジオメトリ

であるが，ターゲットのサイズに対して十分に高い分解能
で観測すると，経路長差とドップラー周波数を縦横の軸と
して，ターゲットにおける電波の反射強度の二次元分布の
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図２．パッシブレーダの観測信号と相関処理結果の概念図
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マップを観測できる（これが画像のように見えるので，一
バイスタティック角68°

般にレーダ画像又はISAR画像などと呼ばれる）。パッシブ
レーダにおける距離の分解能△d とドップラー周

東京タワー
基線
（10.5km）

の分解能△ f は，それぞれ次式で与えられる。

受信機

c
1
△d＝−，△f＝−………………………………………盧
B
T
ここで，cは光速，Bは信号帯域幅，Tは観測時間である。
6km

例えば， 地上デジタル放送の９チャンネル分の帯域幅

10km

航空機

54MHzで10秒間観測すると，経路長差の分解能は約5.6m，

飛行方向

ドップラー周波数分解能は0.1Hzである。なお，詳細な議
論は文献盻などにゆずるが，ドップラー周波数の分解能を
サイズに換算する場合は， 大まかにλR / 2 v（ λ：波長，

R ：ターゲットまでの距離， v ：ターゲットの速度の視線

航路
羽田空港

方向に直交する成分）を掛ければよい。例えば，中心周波

図３．観測のジオメトリ

数530MHzの信号を用いるとして，20km先を300km/hで

表１．観測パラメータ

飛行する航空機を観測する場合，ドップラー周波数分解能
0.1Hzは約７mの分解能に相当する。旅客機の大きさは30

パラメータ

設定値

〜70m程度であるから，この程度の分解能で観測できれば，

周波数帯域
（21〜26ch）

機種の識別がある程度可能であると期待される。

送信局等価輻射
（ふくしゃ）
電力

48kW

直接波経路長

10.5km

このように，長時間の観測を行うことでドップラー周波

518〜554MHz

受信アンテナゲイン

10.65dB

数の分解能を向上できるが，その間に航空機はどんどん動

A／Dサンプリング周波数

100MHz

いてしまう。ISAR技術の根幹はこの動きを推定して補償

観測時間

80ms，5s

することによって長時間観測した信号の処理を可能にする
点である（5）。

認できる。この実験で使用した帯域は，破線で囲まれた領

3．実 証 実 験
3. 1

実 験 方 法

域に相当する。図５は，観測された直接波と散乱波の相関
処理の結果得られた相関マップであり，縦軸が直接波と散
乱波の経路長差（遅延量），横軸がドップラー周波数である。

東京タワーから送信された地上デジタルテレビ放送波を

ドップラー周波数ゼロに観測される強いピークは，地表面

用いて，羽田空港発着の旅客機を観測ターゲットとしたフ

の固定物からの反射である。経路長差4.75km，ドップラ

ィールド実験を実施した。観測のジオメトリを図３に示す。

ー周波数12.5Hzに観測されるピークが，旅客機からの散乱

パッシブレーダの受信装置は，東京タワーから約10.5km

信号に相当する。この信号を取り出して，MUSIC（Multi-

離れた葛西臨海公園の展望広場に設置した。また，直接波

ple Signal Classification）法と呼ばれるアレー信号処理に

受信用に，八木・宇田アンテナを東京タワーに向けて設置

よって散乱波の到来角を推定した結果を図６に示す。図６

し，散乱波受信用には，方位角約200°
に向けた八木・宇田

のピーク位置から得られる到来角の計測値は方位角

アンテナのアレーを配置した。

219.7°であるが，これを，国土交通省の 羽田空港飛行コ

この実験では，旅客機の位置評定とISAR画像の観測を
実施した。表１に実験時の観測パラメータを示す。実験で
は地上デジタルテレビ放送波における物理チャンネル

ースホームページ（6） で公開されている情報を参考に割り
出した旅客機の位置と比較すると，誤差約１°
であった。
図７に，５秒間の観測で得られた旅客機のISAR画像を

21chから26chまでの帯域幅約36MHzの信号を用いており，

示す。同図の縦軸は経路長差
（遅延量），横軸はドップラー

距離分解能
（散乱波と直接波の経路長差の分解能）は約８m

周波数である。このとき，ターゲットは羽田空港離陸のボ

である。また，位置評定には観測時間80ms，ISAR画像観

ーイング777−300型機であった。図７から，観測したター

測には観測時間5sとした。ドップラー周波数分解能はそれ

ゲットはレンジ方向に約120m，ドップラー方向に約1.2Hz

ぞれ，12.5Hz，0.2Hzである。

程度の広がりを持つことが確認できる。ここで，散乱波受

3. 2

信用アンテナの指向方向とターゲットの観測位置から，タ

実 験 結 果

図４に，観測された地上デジタルテレビ放送の信号スペ

ーゲットのバイスタティック角は約68°であった（図３参

クトルを示す。横軸が周波数，縦軸が強度である。１チャ

照）。したがって，経路長差120mから推定されるターゲッ

ンネル６MHzの信号が複数近接して並んでいることが確

トサイズは概算で約73（＝120/（2cos（68/2）））mである。実

地上デジタルテレビ放送波を用いたパッシブレーダの実証検討・諏訪・中村・森田
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図４．地上デジタルテレビ放送の信号スペクトル

図６．アレー信号処理による到来角推定結果
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図５．相関マップ

図７．ボーイング777−300型機のISAR画像

際のボーイング777−300型機は，全長73.9m，全幅60.9mで
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